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サービス内容一覧表

サービス内容一覧表

［ビジネスＩＢ］は以下の「リアルサービス」「一括データ伝送サービス」を提供します。

サービス項目 サービス概要

［
ビ
ジ
ネ
ス
Ｉ
Ｂ
］

リ
ア
ル
サ
ー
ビ
ス

残高照会
・当日残高、支払可能残高、他店券残高、前日残高、前月末残高、

 貸越極度額の照会ができます。

入出金明細照会
・当日分を含め３カ月前までの照会が可能です。

（ただし上限 5,000明細、1回あたり999明細まで）

振込入金明細照会
・当日分を含め３１日前までの照会が可能です。

（ただし上限 5,000明細、1回あたり999明細まで）

振込振替※1 
・画面上で入金先をその都度指定することができます。

・登録振込先一覧から振込先口座を選択できます。

・総合振込先口座一覧から振込先口座を選択できます。

税金・各種料金の

払込み

（Pay-easy）

・ペイジーマークのある税金や公共料金等の払込書に

記載のある「納付番号」や「納付区分」を入力する

ことで支払いができます。

一
括
デ
ー
タ
伝
送
サ
ー
ビ
ス

総合振込
・25営業日前～1営業日前18：00、総合振込依頼データの

受付を行います。

給与（賞与）振込

・当行本支店内の場合、25営業日前～1営業日前18：00まで、

給与、賞与振込依頼データの受付を行います。

・他行宛を含む場合の受付時限は2営業日前の10：00までとなります。

口座振替
・契約内容によって、受付時限は各サービス毎の規定となります。

・複数のサービスをご利用の際は 委託先番号を変えていただく必要

があります。

・「振替結果照会」は、各サービス項目ボタンから照会できます。

※2 ゆうちょ銀行を請求先として指定できるのは「資金回収」のみ

  です。

資金回収※2

地銀自動会計

個人住民税

（地方税）納付

・5営業日前12：00まで個人住民税（地方税）納付依頼データの受付

を行います。

一般ファイル伝送 ・当行所定のフォーマットファイルを送受信することができます。

※1 振込振替操作にて一度に指定可能な金額入力件数は、10件です。

〈マスタ登録件数、送信可能件数〉

サービス種類 マスタ登録件数

登録したマス

タからの1回
あたりの送信

件数

外部で作成し

たデータの1
回あたりの送

信可能件数

総合振込

給与（賞与）振込

代金回収※

50,000件 5,000件 ファイル受付

50,000件

個人住民税

（地方税）納付
2,000件 500件 10,000件

※代金回収：口座振替・資金回収・地銀自動会計の総称です。

・保守点検のため、不定期でメンテナンスを行うことがあり

ますのでご了承願います。メンテナンスの時間帯は全ての

お取引ができません。

・「ご利用可能時間」や「データ送信受付時限」を過ぎますと、

当日扱いの「振込振替」やご指定日付のデータ送信はでき

なくなりますのでご注意ください。 

・また、お客さまの操作処理中に時限が到来した場合もエラ

ーとなり処理できませんのでご注意ください。

〈ご利用時間〉

ログイン可能時間  ························· 0：00～24：00 
入出金明細照会・振込入金明細照会 0：00～24：00 
残高照会 ·········································  0：00～24：00 
当日振込振替（本支店宛）

 ·····························土・日・祝日 0：00～24：00 
当日振込振替（他行宛）

 ····························· 土・日・祝日 0：00～24：00 
予約振込振替 ···································  0：00～24：00 
予約振込振替取消 ·····························  0：00～24：00 
税金・各種料金のペイジー払込み 0：00～23：30 
一括データ伝送サービス ········ 平日 8：00～21：00 

 ··························· 土・日・祝日 8：00～18：00 
（ただし、一般ファイル伝送は不可）

・下記日時については、標記の時間帯であってもご利用できません。

①１月１日～１月３日、５月３日～５月５日の終日

②毎月第１・３月曜日 2：00～6：00 
③ハッピーマンデーの前日（日曜）21：00～当日（月曜）8：00 
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利 用 者 管 理 ＜一般ユーザ登録＞
「マスターユーザ」が、自分以外の担当者（一般ユーザ）に操作権限を与える場合に事前に一般ユーザ

の「ログインＩＤ」「仮ログインパスワード」を設定し、登録する必要があります。

※マスターユーザは、最大９９名分の一般ユーザ登録を行うことが可能です。
（マスターユーザを含め、１契約最大１００名までご利用可能です）

■マスターユーザが 使用するパソコンで行う登録です。

■トークンをご利用のお客さまは、トークンを準備してください。

手順1 業務を選択

トップメニューで「管理業務」をク

リックしてください。

続いて業務選択画面が表示されます。

「利用者管理」ボタンをクリックし

てください。

※一般ユーザ情報の新規登録・変更・削除が

可能です。

手順2 利用者管理メニューを選択

利用者管理メニュー画面が表示され

ます。

「利用者情報の管理」ボタンをクリ

ックしてください。

手順3 利用者一覧＜一般ユーザ登録＞

①一般ユーザを新たに登録する場合

は、「新規登録」ボタンをクリック

してください。

②一般ユーザ情報を変更する場合は、

対象の利用者を選択し、「変更」ボ

タンをクリックしてください。

③一般ユーザを削除する場合、対象

の利用者を選択し、「削除」ボタン

をクリックしてください。

利用者情報の管理

利用者管理

新規登録 P4

削除 P11

利用者一覧

変更 P8
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●ユーザ情報の新規登録

手順1 利用者基本情報を入力

利用者登録[基本情報]画面が表

示されます。 

利用者基本情報（表参照）を入

力し、「次へ」ボタンをクリック

してください。

入 力 項 目 入 力 内 容 

ログイン ID 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

ただし、入力されたログイン ID が既に他のお客様により登録されている場合は、 

新たに登録できません。※「ログイン ID」は、変更できないのでご注意ください。

・半角英数字混在 6文字以上 12 文字以内で入力してください。 

ログインパスワード 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字混在 6文字以上 12 文字以内で入力してください。 

・英字は大文字と小文字が区別されます。 

・対象のユーザは初回ログイン時にパスワードの変更が必要になります。 

利用者名 ・全角 30文字以内[半角可]で入力してください。 

メールアドレス ・半角英数字記号 4文字以上 64 文字以内で入力してください。 

管理者権限 
・付与するを選択した場合、管理者ユーザとなります。 

・管理者権限を付与できるのはマスターユーザのみです。 

管理者ユーザは一般ユーザの登録のみが可能です。 

利用者基本情報

次へ
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手順2 一般ユーザの権限を入力

利用者登録[権限]画面が表示さ

れます。

サービス利用権限（表参照）を

設定し、「次へ」ボタンをクリッ

クしてください。

権  限 説  明 

振込振替 

依頼 

（事前登録口座） 
金融機関へ届け出ている振込振替先からの指定が可能 

依頼 

（利用者登録口座）

利用者登録口座（予約）による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能 

利用者登録口座（当日）による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能（利用者登録

口座（予約）のオプション）（自身が依頼者／承認者となっている振込振替データのみ編集・削

除・照会が可能） 

依頼 

（新規口座指定） 

新規口座指定（予約）による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能（自身が依頼者

／承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能） 

新規口座指定（当日）による振込振替が可能（新規口座指定（予約）のオプション） 

新規口座指定（当日）による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能（新規口座指定

（予約）のオプション）（自身が依頼者／承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・

照会が可能） 

全取引照会 企業内の他利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む振込振替全取引の照会可能 

総合振込 

給与・賞与振込 

口座振替種類 

地方税納付 

依頼（画面入力） 

・総合振込 

・給与・賞与振込 

・口座振替種類 

・地方税納付 

画面入力による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能 

画面入力による依頼データの切替が可能 

依頼データ作成時に総合振込／給与・賞与振込／口座振替／納付先の参照が可能 

依頼（ﾌｧｲﾙ受付） 
ファイル受付による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能 

ファイル受付による依頼データの切替が可能 

全取引照会 企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む全取引の状況照会が可能 

税金・各種料金 

の払込み 

払込み 収納サービスの利用・照会が可能 

全取引照会 企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている収納サービス払込み実績の照会が可能

承認 各サービス 各サービスの承認権限付与が可能 

サービス利用権限

次へ
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手順3 利用口座・限度額を入力

利用者登録[口座]画面が表示

されます。

利用可能口座・限度額（表参

照）を入力して、「登録」ボ

タンをクリックしてくださ

い。

入力項目 入力内容 

利用可能口座 利用可能口座をチェックしてください。 

限度額 （承認権限付与した場合入力） 利用者一回当たり限度額を業務ごとに入力してください。 

利用可能口座

登録

限度額
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手順4 内容確認

利用者登録確認画面が表示されま

す。

登録内容をご確認のうえ、「確認パ

スワード」、「ワンタイムパスワー

ド」を入力し、「実行」ボタンをク

リックしてください。

手順5 登録完了

利用者登録結果画面が表示されます。  

登 登録結果をご確認ください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、

印刷用PDFファイルが表示されます。

■一般ユーザの登録完了後、「ログインＩＤ」「仮ログインパスワード」を一般ユーザに

お知らせください。

実行

登録内容

確認パスワード

登録結果

※

ワンタイムパスワード

トークンのお申込がないお客さまの場合、

確認パスワード欄のみ表示されます。
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●ユーザ情報の変更

※本手順はP3の続きです。

手順1 利用者基本情報を変更

利用者変更[基本情報]画面が

表示されます。

利用者基本情報（表参照）を

変更し「次へ」ボタンをクリ

ックしてください。

※ログインＩＤは変更できません。

入 力 項 目 入 力 内 容 

ログインパスワード 
・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字混在 6文字以上 12 文字以内で入力してください。 

・英字は大文字と小文字が区別されます。 

・変更の場合、「変更する」をチェックしてください。 

・「ログイン時に強制変更する」をチェックを外すと 対象の一般ユーザが初回ログイン時の 

パスワード変更が不要となります。（チェックを推奨します） 
確認パスワード（権限付与の場合）

利用者名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。 

メールアドレス ・半角英数字記号 4文字以上 64 文字以内で入力してください。 

管理者権限 ・管理者権限を選択してください。 

利用者基本情報

次へ
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手順2 ユーザ権限を変更

利用者変更[権限]画面が表示されま

す。

サービス利用権限（P27参照）を設

定し、「次へ」ボタンをクリックし

てください。

手順3 利用口座・限度額を入力

利用者変更[口座]画面が表示されま

す。

利用可能口座・限度額（表参照）を

入力し、「変更」ボタンをクリック

してください。

入力項目 入力内容 

利用可能口座 利用可能口座をチェックしてください。 

限度額 利用者一回当たり限度額を業務ごとに入力できます。 

利用可能口座

変更

限度額

サービス利用権限

次へ

利用者変更[権限]画面が表示されます。

サービス利用権限（P27参照）を設定

し、「次へ」ボタンをクリックしてくだｳｳｳｳ

さい｡

利用者変更[口座]画面が表示されます。

利用可能口座・限度額（表参照）を入力

し、「変更」ボタンをクリックしてくだ

さい。
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手順4 内容確認

利用者登録確認画面が表示されます。

変更内容をご確認のうえ、「確認パ

スワード」、「ワンタイムパスワー

ド」を入力し、「実行」ボタンをクリ

ックしてください。

手順5 登録完了

利用者登録結果画面が表示されます。

変更結果をご確認ください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

変更結果

実行

変更内容

確認パスワード

※

ワンタイムパスワード

トークンのお申込がないお客さまの場合、

確認パスワード欄のみ表示されます。
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●ユーザ情報の削除

※本手順はP3の続きです。

手順1 削除内容を確認

利用者削除確認画面が表示

されます。

削除内容をご確認のうえ、

「確認パスワード」を入力し、

「実行」ボタンをクリックし

てください。

手順2 削除完了

利用者削除結果画面が表示

されます。

削除結果をご確認ください。

削除結果

実行
確認パスワード

削除内容

確認パスワード
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一般ユーザ（担当者）ご利用開始登録

■一般ユーザ（担当者）が使用するパソコンで行う登録です。

初めてご利用の方、もしくは電子証明書再発行の際は、電子証明書の発行を行ってください。

手順1 当行ホームページからログイン

当行ホームページ（http://www. hokugin.co.jp/） 

手順2 電子証明書発行開始

ログイン画面が表示されます。

「ご利用開始登録（一般ユーザ）」

ボタンをクリックしてください。

手順3 個人認証
証明書取得認証画面が表示さ

れます。

「ログインID」「ログインパス

ワード」を入力し、「認証」ボ

タンをクリックしてください。

★認証後の電子証明書発行操作については、＜初期設定編＞P12を参照してください★

ログインID

ご利用開始登録（一般ユーザ) 

法人･個人事業者のお客さま

ログイン

ログインパスワード

認証
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一般ユーザ ＜ロ グ イ ン＞

手順1 当行ホームページからログイン

当行ホームページ（http://www.hokugin.co.jp/）

手順２［ビジネスＩＢ］にログイン

「ログイン」ボタンをクリック

してください。

「証明書選択」ウインドウに

表示される証明書情報を確

認のうえ、該当の証明書を選

択し、「OK」ボタンをクリッ

クしてください。

※Windowsのバージョンにより、ク

ライアント認証ウインドウの内容

が異なる場合がありますが、操作

方法は同じです。

ログイン

OK

Windows7 Windows8.1 & Windows10

法人･個人事業者のお客さま

ログイン



14 

①         ログイン画面が表示されます。

②        「仮ログインパスワード」（マスター

③ ユ       ユーザから通知）を入力し、「ログ

④         イン」ボタンをクリックしてくだ

⑤ さい。

⑥

手順３ パスワード変更

パスワード変更画面が表示されます。

「ログインパスワード」「確認パスワ

ード」（権限付与がある場合）を入力

し、「実行」をクリックしてください。

手順４ パスワード変更結果
パスワード変更結果画面が表示されます。

内容をご確認ください。

※ トップページへ戻り、通常操作へ進んでください。

※ソフトウェアキーボード入力

マウス操作による入力を行うことでキーボード

入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐこと

ができます。

ログイン

ログインパスワード

実行

※

※

※半角英数字混在６文字以上１２文字以内で入力、・英字

は大文字と小文字が区別されます。

各々異なる文字列で入力ください。

※

※ログインボタンを押下後、ワンタイム

パスワードが必要となる業務を付与された

ユーザの場合、ワンタイムパスワード利用

開始登録画面が表示されます。

※ワンタイムパスワード利用開始登録

シリアル番号とワンタイムパスワードを入力し

登録ボタンをクリックしてください。

（初期設定編P19をご覧ください）

登録
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電子証明書失効・再発行

ご利用のパソコンを入替する場合は、入替前のパソコンから失効操作をした後、入替後のパソコンで電

子証明書の再発行をする必要があります。

電子証明書の失効操作はマスターユーザまたは管理者ユーザのみ可能です。

手順1 業務を選択

「管理業務」メニューをクリ

ックしてください。

続いて業務選択画面が表示

されます。

「利用者管理」ボタンをクリ

ックしてください。

手順2 利用者管理メニューを選択

利用者管理メニュー画面が

表示されます. 
「証明書失効」ボタンをクリ

ックしてください。

利用者管理

証明書失効
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手順3 対象の利用者を選択

利用者一覧画面が表示されます。

利用者一覧から対象の利用者を選

択し、「失効」ボタンをクリックし

てください。

手順4 証明書失効

証明書失効確認画面が表示されます。

失効内容をご確認のうえ、「確認パ

スワード」を入力し、「実行」ボタン

をクリックしてください。

手順5 失効完了

証明書失効結果画面が表示されます。

失効結果をご確認ください。

                              証明書の再発行にはログインIDが必

ず                             須です。必ずご確認ください。

失効

利用者一覧

失効結果

実行

失効内容

確認パスワード
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操 作 履 歴 照 会

ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことができます。

手順1 業務を選択

トップメニューで「管理業務」を

選択してください。

続いて業務選択画面が表示されま

「操作履歴照会」ボタンをクリ

ックしてください。

手順2 操作履歴を照会

操作履歴照会画面が表示されます。

操作履歴一覧をご確認ください。

※操作履歴を検索する場合は、「操作履歴情報の検索」に検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

操作履歴一覧

トップメニューで「管理業務」を

選択してください。

続いて業務選択画面が表示されます。

「操作履歴照会」ボタンをクリック

してください。

操作履歴照会
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＜リアルサービス＞

残 高 照 会

指定された預金口座に対する残高情報の照会を行うことができます。

手順1 口座を選択

「残高照会」メニューをクリ

ックすると口座選択画面が

表示されます。

対象口座から照会する口座

をチェックし、「照会」ボタ

ンをクリックしてください。

手順2 照会結果

照会結果画面が表示されます。

照会結果をご確認ください。

※「振込振替へ」ボタンをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。

※ 前日・前月末残高を照会する場合は、「前日・前月末残高照会へ」ボタンをクリックしてください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます

照会結果

照会
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企業が持つ口座への入金や出金（振込や引き落とし等）の情報（入出金明細情報）の照会を行うことが

できます。

手順1 条件指定

照 会 条 件 

期間で指定

当 日 当日分の全明細（未照会および照会済）の照会が可能。 

最近1週間 最近 1 週間分の全明細（未照会および照会済）が照会可能。（最長 6 日前より可能） 

当 月 当月分の全明細（未照会および照会済）の照会が可能。（当月1日より当日まで可能） 

前 月 前月分の全明細（未照会および照会済）の照会が可能。（前月1日より前月末日まで可能） 

選択した日付指定内の全明細（未照会および照会済）が照会可能。（最長3ｶ月前まで可能） 

照会可能期間内の未照会明細をすべて照会可能 

入出金明細照会

対象口座

照会条件

照会

「入出金明細照会メニューを

クリックすると条件指定画面

が表示されます。

対象口座から照会する口座を

チェックし、照会条件（表参

照）から照会対象を選択後、

「照会」ボタンをクリックしてく

ださい。

日付範囲で指定

最新（未照会分）
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手順2 照会結果

照会結果画面が表示されますので、ご確認ください。

※１「振込振替へ」をクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。

※２「印刷」ボタンは最終ページに表示されます。ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

※３「明細ファイル出力～」ボタンは最終ページに表示されます。ボタンをクリックすると、CSV形式（コンマ区切りのテキスト

ファイル）またはAPI形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができます。

※２ ※３

※１

出金は９９９番まで連絡ずみです。

照会結果
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企業が持つ口座への入金情報（振込入金明細情報）の照会を行うことができます。

手順1 条件指定

「振込入金明細照会」メニューをク

リックすると条件指定画面が表示さ

れます。

対象口座から照会する口座をチェッ

クし、照会条件から照会対象を選択

した後、「照会」ボタンをクリックし

てください。

手順2 照会結果

照会結果画面が表示されます。

照会結果をご確認ください。

※１「振込振替へ」ボタンをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。

※２「印刷」ボタンは最終ページに表示されます。ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

※３「明細ファイル出力～」ボタンは最終ページに表示されます。ボタンをクリックすると、CSV形式（コンマ区切りのテキスト

ファイル）またはAPI形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができます。

振込入金明細照会

照会結果

※２ ※３

対象口座

照会条件

照会

※１
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振込振替 ＜都度指定方式＞

※事前登録方式をご利用のお客さまは、別紙ご利用ガイド振込振替＜事前登録方式編＞を参照ください。

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

振込振替データ作成／振込振替の流れ

手順2．振込先口座を選択

振込先指定方法別処理

・ 利用者登録口座一覧から選択
・ 最近10回の取引から選択
・ 新規に振込口座を入力
・ 他業務の登録振込口座から選択

手順1．振込先口座指定方法を選択

共通前処理

手順3．支払口座を選択

手順2．作業内容を選択

手順1．業務を選択

共通後処理

手順1．支払金額を選択

手順2．内容確認

手順4．承認

手順3．確定
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●振込振替データ作成

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

共 通 前 処 理

手順1 業務を選択

トップメニューで「振込振替」

ボタンを選択してください。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されます。

「振込データの新規作成」ボタンを

クリックしてください。

※定期的に振込がある先はこちらよ

り振込先を事前に登録いただくと

便利です。

※１「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、自身が依頼した取引を取消できます。

※２「振込先の管理」ボタンをクリックすると、登録振込先の新規登録や登録先の変更、削除が可能です。また、登録先の情報を

をファイルに出力することもできます。

振込データの新規作成

振込先の管理（マスタ登録）
※１

振込振替

※２
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手順3 支払口座を選択

支払口座選択画面が表示さ

れます。

支払口座一覧から支払口座

を選択し、「次へ」ボタンを

クリックしてください。

振 込 先 指 定 方 法

振込先を指定する方法は以下の4つからご選択ください。

振 込 先 指 定 方 法 参照 

1. 利用者登録口座一覧から選択 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。 P25 へ 

2 .最近 10 回の取引から選択 最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。 P26 へ 

3 .新規に振込口座を入力 新規に振込先を指定できます。 P27 へ 

4. 他業務の登録振込先口座から選択 総合振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。 P28 へ 

次へ

支払口座一覧
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1. 利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP24の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が

表示されます。

「振込先登録口座一覧から選択」

ボタンをクリックしてください。

手順2 振込先口座を選択

都度指定方式振込先口座選

択画面が表示されます。

登録振込先一覧から振込先

口座をチェックし、「次へ」

ボタンをクリックしてくだ

さい。

※登録されている支払金額をコピーし

て使用する場合は、「登録支払金額

を使用する」を選択してください。

⇒P29へお進みください。

次へ

登録振込先一覧

振込先登録口座一覧から選択

※
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2. 最近10回の取引から選択

※本手順はP24の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が

表示されます。

「最近10回の取引から選択」
ボタンをクリックしてください。

手順2 振込先口座を選択

過去振込先口座選択画面が表示

されます。

最近10件の振込先から振込先口
座をチェックし、「次へ」ボタン

をクリックしてください。

⇒P29へお進みください。

次へ

最近10件の振込先

最近10回の取引から選択
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3. 新規に振込先口座を入力

※本手順はP24の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示さ

れます。

「新規に振込先口座を入力」ボタンを

クリックしてください。

手順2 振込先口座を選択

番号」「                               

い。

※１「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

※２ 入力した振込先をマスターとして登録する場合は、「振込先として登録する」（任意で「所属グループ」）

をチェックしてください。

⇒P29へお進みください。

新規に振込先口座を入力

振込先登録

※２

次へ

新規口座入力画面が表示されます。

「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」

を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてく

ださい。

※振込依頼人名

振込依頼人名を変更する場合に

入力します。
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4. 他業務の登録振込先口座から選択

※本手順はP24の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が

表示されます。

「総合振込先口座一覧から選択」

ボタンをクリックしてください。

手順2 振込先口座を選択

振込先口座選択（総合振込）画面が

表示されます。

登録振込先一覧から振込先口座を

チェックし、「次へ」ボタンをクリ

ックしてください。

※振込先を追加する際、登録されてい

る支払金額をコピーして使用する場

合は、「登録支払金額を使用する」を

選択してください。

⇒P29へお進みください。

総合振込先口座一覧から選択

次へ

登録振込先一覧

※
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共 通 後 処 理

手順1 支払金額を入力

支払金額入力画面が表示さ

れます。

「振込指定日」「支払金額」

を入力してください。

「手数料」項目の負担情報内

容確認し、「金額入力終了」

ボタンをクリックしてくだ

さい。

※１「振込先の追加」ボタンをクリックすると、「振込先口座指定方法選択」画面に戻り、振込先を追加することができます。

※２「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に戻すことができます。

支払金額

振込指定日

手数料

金額入力終了
※１ ※２

※振込依頼人名

振込依頼人名を変更する場合に

入力します。

事前にマスタ登録画面で登録

しておくこともできます。
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手順2 内容確認

内容確認画面が表示されま

す。

「承認者」を選択し、「確定」

ボタンをクリックしてくだ

さい。

※１「取引情報の修正」をクリックすると、「振込指定日」、「振込振替メモ を修正することができます。

※２「支払口座の修正」をクリックすると、支払口座を変更することができます。

※３「明細の修正」をクリックすると、支払金額入力画面で入力内容を修正することができます。

※４ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※５ 承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」をクリックすると、続けて振込データの承

認を行うことができます。

※６「印刷」をクリックすると、印刷用 PDFファイルが表示されます。

承認者

確定

※1

※２

※３

※４

※６※５
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手順3 確定

承認依頼確定結果画面が表

示されます。

確定結果をご確認ください。

※１「同一口座から振込振替」をクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。

※２「印刷」をクリックすると、印刷用 PDFファイルが表示されます。

手順4 承認

 データを確定した後、振込データは「承認待ち」の状態となります。

承認者による「承認」が実行されてはじめて振込データは送信されます。

（承認についてはＰ７７を参照ください）

確定結果

※1 ※２
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●振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

手順1 業務を選択

トップメニューで「振込振替」ボタ

ンを選択してください。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されます。

「振込データの状況照会・取消」

ボタンをクリックしてください。

手順3 取引状況照会方法を選択

取引状況照会方法選択画面が表示さ

れます。

未承認取引の状況照会（P35）

承認済み取引の状況照会（P33）

振込データの状況照会・取消

振込振替
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※本手順はP32の続きです。

手順1 取引を選択

承認済み取引一覧画面が表

示されます。

取引一覧から対象の取引を

選択してください。

取消ができるのは、取引状態が「受付済み」の明細からご自身が承認されたもののみです。

※取消ができるのは、取引状態が「受付済み」の明細からご自身が承認されたもののみです。

手順2-1 照会結果

承認済み取引照会結果画面

が表示されます。

取引照会結果をご確認くだ

さい。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

承 認 済 み 取 引 の 状 況 照 会

取引照会結果

取引一覧

次へ

※ 認証情報 

「照会」を選択し「次へ」手順2-1へ
「取消」を選択し「次へ」手順2-2へ

※
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手順2-2 取消内容を確認

承認済み取引取消内容確認

画面が表示されます。

内容をご確認のうえ、「確認おお

パスワード」を入力し、

「実行」ボタンをクリックし

てください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

② 承認済み取引取消結果画面

が表示されます。

取消結果をご確認ください。

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

実行

取消結果

確認パスワード

取消内容

※

※
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未 承 認 取 引 の 状 況 照 会

※本手順はP32の続きです。

手順1 取引を選択

未承認取引一覧画面が表示

されます。取引一覧から対象

の取引を選択し、「明細照会」

ボタンをクリックしてくだ

さい。

手順2 照会結果

未承認取引照会結果画面が

表示されますので、照会結果

をご確認ください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

明細照会

取引一覧

照会結果

※
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＜一括データ伝送サービス＞

企業の決済口座から、一括して資金を引き落とし、日付、振込先口座情報、金額を指定した複数振込の

依頼方式を総合振込といいます。

手順1 業務の選択

トップメニューで「一括データ伝送

サービス」を選択します。 

続いて表示される業務選択画面で

「総合振込」ボタンをクリックして

ください。

手順2 作業内容の選択

        次に作業内容選択画面が表示されま

す。

「取引の開始」メニューから｢総合振込

データ新規作成」を選択してください。

         （手順３へ進みます。） 

振込先を事前に登録しておくこと

で振込データの作成作業（操作）

が省力化    が省力化できます。

登録画面はP38の手順5-2、または、

簡易マニュアルP9を参照願います。

※１「作成中振込データの修正・削除」をクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。

※２「過去の振込データからの作成」をクリックすると、過去の取引を再利用して総合振込データを作成できます。 

※３「振込ファイル受付」をクリックすると、外部システムで作成した振込ファイルを指定して、総合振込データを送信できます。

※４「作成中振込ファイルの削除」をクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを削除できます。

※５「振込データの状況照会」をクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。

※６「承認待ちデータの引戻し」をクリックすると、自身が承認依頼した取引の引戻しができます。

なお、引戻しを行った取引は、修正後、再度承認を依頼できます。

※７「振込先の管理」（マスタ登録）をクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録

振込先の情報をファイルに出力することができます。

総 合 振 込

 振込先の管理（マスタ登録）

総合振込

※１

※２

※３

※４

※５

※６

※７

総合振込データ新規作成
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手順3 振込指定日・決済口座の入力

         振込指定日・決済口座入力画面が

表示されます。

「取引情報」項目に「振込指定日」

（任意で「取引メモ」）を入力し、

支払口座を選択すると、支払口座

に付随して登録されている委託者

情報が表示されます。

「委託者情報」を確認後、「次へ」

ボタンをクリックしてください。

※取引メモが未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は振込データ作成日）

手順4 振込先口座指定方法の選択

振込先口座指定方法選択画面が

表示されます。

＜登録済の振込先を利用する場合＞

を

選択し、手順5-1へお進みください。

＜はじめての先に振込む場合＞

を

選択し、手順5-2へお進みください。

※１「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると振込先グループ一覧が表示され、選択するグループに所属する全口座が振込

先として選択されます。

※２「総合振込金額CSVファイルの取込」ボタンをクリックすると、顧客コードと金額を記録したCSVファイルと振込先マスタに登

録されている顧客コードのマッチングにより（同じ場合に）、ＣＳＶファイルの金額を取込むことができます。

※３「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先マスタから振込先を選択できます。

※４「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込先マスタから振込先を選択できます。

※３、※４のボタンは、振込振替、給与・賞与振込の権限がある場合のみ表示されます。

振込指定日

次へ

委託者情報

※

支払口座一覧

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※１

※２

※３

※４
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手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

            登録振込先口座選択画面が表示され

ます。

振込先として登録されている一覧か

ら、今回使用する振込先をチェック

し、「次へ」ボタンをクリックしてく

ださい。

手順6へ進みます。

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

新規振込先口座入力画面が表示され

ます。

振込先情報･振込先登録（内容は下に

示す表参照）を入力し、「次へ」ボタ

ンをクリックしてください。

手順6へ進みます。

「振込先に登録する」場合、   

「支払金額」は「登録支払金額」

として登録。されます

入力項目 
入力内容 

振込先情報 

金融機関名 ・「文字ボタンによる入力」をクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。 

支店名 ・「文字ボタンによる入力」をクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。 

科目 ・科目を選択してください。 

口座番号 ・半角数字 7桁以内で入力してください。 

受取人名 ・半角 30 文字以内で入力してください。 

登録名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。 

EDI 情報／ 

顧客コード 

・EDI 情報は半角 20文字以内で入力してください。 

・顧客コード 1／2は半角数字 10 桁以内で入力してください。 

支払金額 ・半角数字で入力してください。「登録支払金額」として登録されます。

手数料 
・「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担（指定金額）」のいずれかから選択してください。 

・「先方負担（指定金額）」は半角数字 4桁以内で入力してください。 

振込先登録
振込先登録 ・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。 

所属グループ ・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 

※振込先マスタに登録されている支払金額を使用

する場合、「登録支払金額を使用する」を選択し

てください。

登録振込先一覧

振込先情報

振込先登録

次へ

※
※「振込先に登録する」場合、「支払金額」は

「登録支払金額」として登録されます。

◆◆◆「選択」のチェックは本ページにのみ適用されます。「前ページ」「次ページ」には適用されませんのでご注意願います。◆◆◆

              ※

次へ

選択選択

□
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手順6 支払金額を入力

 支払金額入力画面が表示されます。

「 「支払金額」を入力し、「手数料負担」

「                              情報を確認してください。

※１「振込先の追加」をクリックすると、手順 4 に戻り、振込先を追加することができます。

※２「クリア」をクリックすると、入力項目を未入力状態に戻すことができます。

※３「一時保存」をクリックすると、作成しているデータ（支払金額が 0 円明細も含め）が一時的に保存されます。

手順7 内容確認

内容確認［画面入力］画面が表示さ

れます。「承認者」を選択し、「確定」

ボタンをクリックしてください。

※１ 「取引･決済口座情報の修正」をクリック

すると、取引・決済口座情報を修正する

ことができます。

※２ 「明細の修正」をクリックすると、支払

金額入力画面に戻り、支払金額を修正す

ることができます。

※３ ｢一時保存」をクリックすると、作成し

ているデータを一時的に保存すること

ができます。

※４ ｢確定して承認へ」をクリックすると承

認権限のあるユーザが、自身を承認者と

して設定した場合にのみ、続けて振込デ

ータの承認を行うことができます。

※５ 「印刷」をクリックすると、印刷用PDF 
ファイルが表示されます。

金額入力終了

支払金額

手数料負担情報

データ入力完了後は、必ず｢金額入力終了｣

ボタンをクリックしてください。クリックしない場 

合､手順７の画面でデータを｢確定｣させることが 

できません。 

なお、｢金額入力終了｣をクリックすると0円の 

明細は、削除されます。 

手順6の金額入力画面で、｢金額入力終了｣

をクリックしていないと、手順7ではデータを

｢確定｣させることができません。

その場合、｢明細の修正｣をクリックし、一旦金

額入力画面に戻り、「金額入力終了」をクリッ

クしてください。 

※１ ※２ ※３

※１

※２

※４ ※５

確定

支払金額入力画面が表示されます。   

「支払金額」を入力し、「手数料」

項目の負担情報内容を確認してく

ださい。

※３
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手順8 確定

確定結果[画面入力]画面が表示さ

れます。

確定結果をご確認ください。

｢印刷｣ボタンをクリックし、振込明細の一覧を必ず印刷願います。

万が一、データの修正が必要になった場合、P65 の｢承認待ちデータの

引戻し｣を行い、再度、承認を依頼してください。

「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順９ 承認

データを確定した後、振込データは「承認待ち」の状態となります。 

振込データは承認者による「承認」が実行されてはじめて送信されます。 

（承認については Ｐ７９を参照ください） 

確定結果

※

※
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給 与 ・ 賞 与 振 込

企業の決済口座から一括して資金を引き落とし、日付、振込先口座情報、金額を指定した複数の振込を給

給与として依頼する方式を給与振込といいます。

手順1 業務を選択

トップメニューで「一括データ伝送

サービス」を選択します。

続いて表示される業務選択画面で、

「給与・賞与振込」ボタンをクリ

ックしてください。

手順2 作業内容を選択 

次に、作業内容選択画面が表示され

「取引の開始」メニューから「給与振

込データの新規作成」または「賞与振

込データの新規作成」を選択してくだ

さい。

振込先を事前に登録しておくことで

振込データの作成作業（操作）が省力

化できます。登録画面はP43の手順

5-2を参照願います。

※１「作成中振込データの修正・削除」をクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。

※２「過去の振込データからの作成」をクリックすると、過去の取引を再利用して給与・賞与振込データ作成ができます。

※３「振込ファイル受付」をクリックすると、外部システムで作成した振込ファイルを指定することにより、給与・賞与振込データ

を送信することができます。

※４「作成中振込ファイルの削除」をクリックすると作成途中やエラーとなった振込ファイルの削除ができます。

※５「振込データの状況照会」をクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。

※６「承認待ちデータの引戻し」をクリックすると、自身が依頼した取引の引戻しができます。 

 なお、引戻しを行った取引は、修正後、再度承認を依頼できます。

※７「振込先の管理」（マスタ登録）をクリックすると、振込先口座の新規登録や登録振込先の変更、削除ができます。

また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

振込先の管理（マスタ登録）

給与・賞与振込

※１

※３

※４

※５

※

※６

※

※７

※

次に、作業内容選択画面が表示され

ます。

※２
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手順3 振込指定日・決済口座を入力

決済口座入力画面が表示されます。

「取引情報」項目に「振込指定日」（任

意で「取引メモ」）を入力し、支払口

座を選択すると、支払口座に付随して

登録されている委託者情報が表示さ

れます。

を確認後「次へ」ボタンをクリックしてくだ

さい。

※取引メモが未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は振込データ作成日）

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示

されます。

＜登録済の振込先に振込む場合＞

「給与・賞与振込先口座一覧から選択」

を選択し、手順5-1へお進みください。

＜はじめての先に振込む場合＞

「新規に振込先口座を入力」を選択し、

手順5-2へお進みください。

※１「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると振込先グループ一覧が表示され、選択するグループに所属する全口座

が振込先として指定されます。

※２「給与・賞与振込金額CSVファイルの取込」ボタンをクリックすると、社員番号と金額を記録したCSVファイルと振込先

マスタに登録された顧客コードのマッチングにより（同じ場合に）、CSVファイルの金額を取込むことができます。

「委託者情報」を確認し「次へ」

ボタンをクリックしてください。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

振込指定日

次へ

委託者情報

※

※１

※２

支払口座一覧
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手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

登録振込先口座選択画面が表示さ

れます。

登録振込先一覧から振込先をチェ

ックし、「次へ」ボタンをクリック

してください。

手順6へ進みます。

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

新規振込先口座入力画面が表示さ

れます。

振込先情報･振込先登録（内容は下

に示す表参照）を入力し、「次へ」

ボタンをクリックしてください。

手順6へ進みます。

「振込先に登録する」場合、「支払金額」は  

「登録支払金額」として登録されます。

入力項目 入力内容 

振込先情報 

金融機関名 
・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することが 

できます。 

支店名 ・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。 

科目 ・科目を選択してください。 

口座番号 ・半角数字 7桁以内で入力してください。 

受取人名 ・半角 30 文字以内で入力してください。 

登録名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。 

社員番号 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。 

所属コード ・半角数字 10 桁以内で入力してください。 

支払金額 ・半角数字で入力してください。「登録支払金額」として登録されます。

振込先登録 
振込先登録 ・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。 

所属グループ ・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 

振込先情報

振込先登録

次へ

※登録されている支払金額を使用する場合

「登録支払金額を使用する」を選択してく

ださい。

次へ

登録振込先一覧

※

※

◆◆◆「選択」のチェックは本ページにのみ適用されます。「前ページ」「次ページ」には適用されませんのでご注意願います。◆◆◆

選択

□
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手順6 支払金額を入力

         支払金額入力画面が表示されます。

「支払金額」を入力し、「金額入力終了」

をクリックしてください。

※１「振込先の追加」をクリックすると、手順 4 に戻り、振込先を追加することができます。

※２「クリア」をクリックすると、入力項目を未入力状態に戻すことができます。

※３「一時保存」をクリックすると、作成しているデータ（支払金額が 0 円明細も含め）が一時的に保存されます。

手順7 内容確認

内容確認［画面入力］画面が表示さ

れます。「承認者」を選択し、「確定」

ボタンをクリックしてください。

※１ 「取引･決済口座情報の修正」をクリック

すると、取引・決済口座情報を修正する

ことができます。

※２ 「明細の修正」をクリックすると、支払

金額入力画面に戻り、支払金額を修正す

ることができます。

※３ ｢一時保存」をクリックすると、作成し

ているデータを一時的に保存すること

ができます。

※４ ｢確定して承認へ」をクリックすると承

認権限のあるユーザが、自身を承認者と

して設定した場合にのみ、続けて振込デ

ータの承認を行うことができます。

※５ 「印刷」をクリックすると、印刷用PDF
ファイルが表示されます。

金額入力終了

支払金額

確定

※１ ※２ ※３

※１

※２

※３ ※４ ※５

データ入力完了後は、必ず｢金額入力終了｣

ボタンをクリックしてください。クリックしない場 

合､手順7の画面でデータを｢確定｣させることが 

できません。 

なお、｢金額入力終了｣をクリックすると0円の 

明細は、削除されます。 

手順6の金額入力画面で、｢金額入力終了｣

をクリックしていないと、手順7ではデータを

｢確定｣させることができません。

その場合、｢明細の修正｣をクリックし、一旦金

額入力画面に戻り、「金額入力終了」をクリッ

クしてください。 
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手順8 確定

    確定結果[画面入力]画面が表示され

ます。

内容をご確認ください。

※｢印刷｣ボタンをクリックし、振込明細の一覧を必ず印刷願います。万が一、データ

の修正が必要になった場合、P65の｢承認待ちデータの引戻し｣を行い、再度承認を

依頼してください。

「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順９ 承認

データを確定した後、振込データは「承認待ち」の状態となります。 

振込データは承認者による「承認」が実行されてはじめて送信されます。 

（承認については Ｐ７９を参照ください） 

確定結果

※
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・マイネット

         ・きたネット

         ・ワイド

地銀自動会計

口座振替（当行本支店口振）

日付、口座情報、金額を記載した明細を取引先金融機関に引渡すことで、当該金額の引落を依頼し、資金

を企業の保有する口座に入金するサービスを口座振替といいます。

手順1 業務を選択

トップメニューで「一括データ伝送

サービス」を選択します。

資金回収サービス

続いて表示される業務選択画面で、

「口座振替」「資金回収」「地銀自

動会計」のいずれかのボタンを選

択してください。

サービス名 提 携 金 融 機 関 

口座振替 当行本支店 

資

金

回

収

マイネット 
都銀のほか北陸三県（富山・石川・福井）長野・新潟・愛知・岐阜・京都各府県を中心とした 

金融機関と全国のゆうちょ銀行 

きたネット 都銀のほか北海道を中心とした金融機関と全国のゆうちょ銀行 

ワイド 都銀・地銀６４行のほか全国の金融機関と全国のゆうちょ銀行 

地銀自動会計 地銀６４行 

口 座 振 替
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手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されます。

「請求データの新規作成」ボタン

を選択してください。

振

で        

※１「作成中請求データの修正・削除」をクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。

※２「過去の請求データからの作成」をクリックすると、過去の取引を再利用して口座振替データを作成できます。

※３「請求ファイル受付」をクリックすると、外部システムで作成した請求ファイルを指定することにより、口座振替データを送信

することができます。

※４「作成中請求ファイルの削除」をクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを削除できます

※５「請求データの状況照会」をクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。

※６「承認待ちデータの引戻し」をクリックすると、自身が依頼した取引の引戻しができます。

なお、引戻しを行った取引は、修正後、再度承認を依頼できます。

※７「請求先の管理」（マスタ登録）をクリックすると、請求先口座の新規登録や登録請求先の変更、削除ができます。

また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。

※８「振替結果照会」をクリックすると、振替結果を照会できます。また、ファイルでの取得が可能です。

請求データの新規作成

請求先の管理（マスタ登録）

※１

※２

※３

※４

※６

※５

※７

※８

請求先を事前に登録しておくこと

で請求データの作成作業（操作）

が省力化できます。登録画面は

P49の手順5-2を参照願います。
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手順3 引落指定日・入金口座情報を入力

入金口座情報入力画面が表示されます。

「取引情報」項目に「引落指定日」（任

意                            で「取引メモ」）を入力し、入金口座を

選 選択すると、入金口座に付随して登録さ

れ                            れている委託者情報が表示されます。

※取引メモが未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は請求データ作成日）

手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先指定方法選択画面が表示され

ます。

＜登録済の請求先から引落す場合＞

「請求先口座一覧から選択」を選択し、

手順5-1へお進みください。

＜はじめての請求先から引落す場合＞

「新規に請求先口座を入力」を選択し、

手順5-2へお進みください。

※１「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると請求先グループ一覧が表示され、選択するグループに所属する全口座が振込

先として指定されます

※２「金額ファイルCSVの取込」ボタンをクリックすると、顧客番号と金額を記録したCSVファイルと振込先マスタの顧客番号をマ

ッチングすることにより（同じ場合に）、CSVファイルの金額を取込むことができます。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

次へ

引落指定日
※

※１

入金口座一覧

「委託者情報」を確認後「次へ」

ボタンをクリックしてください。

委託者情報

※２
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手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択） 

     登録請求先口座選択画面が表示され

ます。

登録請求先一覧から請求先の選択欄

をチェックし、「次へ」ボタンをクリ

ックしてください。

手順6へ進みます。

手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

入力項目 入力内容 

請求先情報 

金融機関名 
・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索

することができます。 

支店名 
・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索する

ことができます。 

科目 ・科目を選択してください。 

口座番号 ・半角数字 7桁以内で入力してください。 

預金者名 ・半角 30 文字以内で入力してください。 

登録名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。 

顧客番号 ・半角 20 文字以内で入力してください。 

引落金額 ・半角数字で入力してください。「登録引落金額」として登録されます。

請求先登録 
請求先登録 ・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。 

所属グループ ・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 

次へ

請求先情報

請求先登録

次へ

登録請求先一覧

※登録されている引落金額を使用する場合、

「登録引落金額を使用する」を選択してく

ださい。
※

新規請求先口座入力画面が表示され

ます。

請求先情報・請求先登録（内容は下の

表参照）を入力し、「次へ」ボタンを

クリックしてください。Ppppppppp
手順6へ進みます。

※「請求先に登録する」場合、「引落金額」

は「登録引落金額」として登録されます。
※

◆◆◆「選択」のチェックは本ページにのみ適用されます。「前ページ」「次ページ」には適用されませんのでご注意願います。◆◆◆

選択

□
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手順6 引落金額を入力

引落金額入力画面が表示されます。

「引落金額」を入力し「金額入力終

了」ボタンをクリックしてください。

※１「請求先の追加」をクリックすると、手順 4 に戻り、請求先を追加することができます。

※２「クリア」をクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

※３「一時保存」をクリックすると、作成しているデータ（引落金額が 0 円明細も含め）が一時的に保存されます。

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示され

ます。「承認者」を選択し、「確定」

ボタンをクリックしてください。

※１「取引・入金先口座情報の修正」をクリッ

クすると、取引・入金先情報を修正するこ

とができます。

※２「明細の修正」をクリックすると、引落金

額入力画面にて、明細を修正することがで

きます。

※３「一時保存」をクリックすると、作成して

いるデータを一時的に保存することがで

きます。

※４「確定して承認へ」をクリックすると、承

認権限のあるユーザが、自身を承認者と

して設定した場合に、続けて請求データ

の承認を行うことができます。

※５ ｢印刷」をクリックすると、印刷用ＰＤＦ

ファイルが表示されます。

引落金額

金額入力終了

手順6の金額入力画面にて、｢金額入力

終了｣をクリックしていないと、手順7でデ

ータを｢確定｣させることができません。

その場合、｢明細の修正｣をクリックし、一

旦金額入力画面に戻り、「金額入力終

了」をクリックしてください。 

※１ ※２ ※３

※１

※２

※３ ※４ ※５

確定

データ入力完了後は、必ず｢金額入力終了｣ 

ボタンをクリックしてください。クリックしない場 

合､手順7の画面でデータを｢確定｣させることが 

できません。 

なお、｢金額入力終了｣をクリックすると0円の 

明細は、削除されます。 



51 

手順8 確定
      確定結果[画面入力]画面が表示

されます。

確定結果をご確認ください。

※ ｢印刷｣ボタンをクリックし、引落明細の一覧を必ず印刷願います。

万が一、データの修正が必要になった場合は、P65 の｢承認待ちデー

タの引戻し｣を行い、再度、承認を依頼してください。

「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示され

ます。

手順９ 承認

データを確定した後、請求データは「承認待ち」の状態となります。 

請求データは承認者による「承認」が実行されてはじめて送信されます。 

（承認については Ｐ７９を参照ください）

確定結果

※
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日付、納付先、各社員の個人住民税を市町村税納付先別に集計した金額を指定し、企業の決済口座から資

金を引落して、代行納付を依頼することができます。

手順1 業務を選択

トップメニューで｢一括データ

伝送サービス」を選択します。

続いて表示される業務選択画面で

「個人住民税（地方税）納付」

ボタンをクリックしてください。

作業内容選択画面が表示されます             

手順2 作業内容を選択

「納付データ

の新規作成」

。

※１「作成中納付データの修正・削除」をクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。

※２「過去の納付データからの作成」をクリックすると、過去の取引を再利用して、地方税納付データを作成できます。

※３「納付ファイル受付」をクリックすると、外部システムで作成した納付ファイルを指定し、納付データを送信することができま

す。

※４「作成中納付ファイルの削除」をクリックすると、作成途中やエラーとなった納付ファイルの削除ができます。

※５「納付データの状況照会」をクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。

※６「承認待ちデータの引戻し」をクリックすると、自身が依頼した取引の引戻しができます。

なお、引戻しを行った取引は、修正後、再度承認を依頼できます。

※７「納付先の管理」（マスタ登録）をクリックすると、納付先の新規登録や、登録納付先の変更、削除が可能です。また、登録納

付先の情報のファイル出力が可能です。

個 人 住 民 税（地 方 税）納 付

納付先の管理(マスタ登録) 

納付データの新規作成

個人住民税（地方税）納付

※１

※３

※４

※５

※６

※７

※２

作業内容選択画面が表示されます。

取引の開始メニューで「納付データの

新規作成」を選択してください。おお

納付先を事前に登録しておくことで

納付データの作成作業（操作）が省力

化できます。

登録画面はP54の手順5-2を参照願い

ます
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手順3 指定日・決済口座情報を入力

決済口座情報入力画面が表示され

ます。「特別徴収義務者の所在

地」「委託者コード」「委託者名」

（任意で「納付月（指定日）」「取

引メモ」）を入力し、支払口座一

覧から支払口座を選択後、「次へ」

ボタンをクリックしてください。

※ご利用ガイドNo.1 管理業務（企

業管理Ｐ１７参照）に「地方税

納付情報」の所在地入力してあ

れば、入力が省略できます！ 

※２取引メモが未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は納付データ作成日）

手順4 納付先指定方法を選択

納付先指定方法選択画面が表示されます。

＜登録済の納付先を使用する場合＞

「納付先一覧から選択」ボタンをクリ

ックし、手順5-1へお進みください。

＜はじめて納付する先の場合＞

「新規に納付先を入力」ボタンをクリ

ックし、手順5-2へお進みください。

※ 「グループ一覧から選択」をクリックすると、納付先グループ一覧が表示され、選択するグループとそのグループに所属する

全登録納付先が金額入力先（納付先）として選択されます。

次へ

特別徴収義務者の所在地

支払口座一覧

委託者情報

新規に納付先を入力

納付先一覧から選択

指定日・決済口座情報入力画面が

表示されます。

｢納付日｣を選択し、「特別徴収義

務者の所在地」（任意で「取引メ

モ」）を入力します。

＜初期設定編＞（企業管理Ｐ21参照）で

「地方税納付情報」の所在地を入力してい

れば、ここでの入力は省略できます！

支払口座を選択すると、支払口座に

付随して登録されている委託者情

報が表示されます。 

委託者情報を確認し、「次へ」を 

クリックしてください。

※
※１

※２

※



54 

手順5-1 納付先を選択（登録納付先選択）

    登録納付先選択画面が表示されます。

登録納付先一覧で納付先をチェック

し、「次へ」ボタンをクリックしてく

ださい。

手順6へ進みます。

※ 納付先情報に登録されている給与税納

付件数、給与税納付金額を使用する場

合は、「登録納付件数、金額を使用する」

を選択してください。

手順5-2 納付先を選択（新規納付先入力）

新規納付先入力画面が表示されます。

納付先情報・納付先登録（内容は下

の表参照）を入力し、「次へ」ボタン

をクリックしてください。

手順6へ進みます。

※ 「納付先に登録する」場合、給与税納付件

数」は「登録給与税納付件数」,「給与税納

付金額」は「登録給与税納付金額」として

登録されます。

入力項目 入力内容 

納付先情報 

市区町村コード ・半角数字 6桁で入力してください。 

市区町村名 ・半角 15 文字以内で入力してください。 

登録名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。 

指定番号 ・半角 15 文字以内で入力してください。 

給与税 
・「給与税納付件数」は半角数字で入力してください。 

・「給与税納付金額」は半角数字で入力してください。 

退職税 

・「人員」は半角数字で入力してください。 

・「支払金額」は半角数字で入力してください。 

・「市区町村民税」は半角数字で入力してください。 

・「都道府県民税」は半角数字で入力してください。 

納付先登録 
納付先登録 ・納付先を登録する場合は、「納付先に登録する」をチェックしてください。 

所属グループ ・納付先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 

次へ

登録納付先一覧

※

納付先情報

※

納付先登録

次 へ

選択

□
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手順6 納付金額を入力

    納付金額入力画面が表示されます。

給与税納付件数金額、退職人員・支

払金額・市町村民税額・都道府県民

税を入力し、「金額入力終了」ボタ

ンをクリックしてください。

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示さ

れます。

「承認者」を選択し、「確定」

ボタンをクリックしてください。

※１「取引・決済口座情報の修正」をクリ

ックすると、納付月（指定日）、特別

徴収義務者の所在地、取引メモを修正

することができます。

※２「明細の修正」をクリックすると、納

付金額入力画面に戻り、納付金額を修

正することができます。

※３「一時保存」をクリックすると、作成

しているデータを一時的に保存する

ことができます。

※４「確定して承認へ」をクリックすると、

承認権限のあるユーザが、自身を承認

者として設定した場合に、続けて納付

データの承認を行うことができます。

※５「印刷」をクリックすると、印刷用PDF
ファイルが表示されます。

給与税情報

退職税情報

確定

※１「納付先の追加」をクリックすると、手順4に
戻り、納付先を追加することができます。

※２「クリア」をクリックすると、入力項目を

未入力状態に戻すことができます。

※３「一時保存」をクリックすると、作成してい

るデータを一時的に保存することができま

す。

金額入力終了

※１   ※２  ※３

※１

※２

※３ ※４ ※５

データ入力完了後は、必ず｢金額入力終了｣ボタンをクリックしてください。クリックしない 
場合､手順７の画面でデータを｢確定｣させることができません。 

なお、｢金額入力終了｣をクリックすると0円の明細は、削除されます。 

手順6の金額入力画面にて、｢金額入力

終了｣をクリックしていないと、手順7でデ

ータを｢確定｣させることができません。

その場合、｢明細の修正｣をクリックし、一

旦金額入力画面に戻り、「金額入力終

了」をクリックしてください。 



56 

手順8 確定

    確定結果[画面入力]画面が表示さ

れ   れます。

確定結果をご確認ください。

手順９ 承認

データを確定した後、納付データは「承認待ち」の状態となります。 

納付振込データは承認者による「承認」が実行されてはじめて送信されます。 

（承認については Ｐ７９を参照ください）

確定結果

｢印刷｣ボタンをクリックし、納付明細の一覧を必ず印刷願います。

万が一、データの修正が必要になった場合は、P65の｢承認待ちデータの

引戻し｣を行い、再度、承認を依頼してください。

「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※

※
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過去の取引を再利用して取引を開始できます。

手順1 業務を選択

トップメニューで「一括データ伝送

サービス」を選択します。

続く業務選択画面で当該サービス

（「総合振込」～「個人住民税（地方

税）納付」のいずれか）を選択して

ください。

手順2 作業内容を選択

画面は総合振込を例として表示します。

す｡

作業内容選択画面の取引の開始メニュ

ーから「過去の振込データからの作成」

を選択してください。

手順3 過去取引を選択

過去取引一覧が表示されます。

再利用する過去取引を選択し、「再

利用」ボタンをクリックしてくださ

い。

過去の取引データからの作成

過去取引一覧

再利用

過去の振込データからの作成

総合振込～個人住民税（地方税）納付
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手順4 内容確認１

内容確認[画面入力]画面が表示され

ます。

「取引・決済口座／入金口座情報の

修正」をクリックし、次画面で取引

情報を修正します。

※「取引・決済口座／入金口座情報の修正」

をクリックすると、取引・決済口座／入

金口座情報を修正することができます。

※「明細の修正」をクリックすると、支払／

引落／納付金額入力画面にて、明細を修

正することができます。

※「一時保存」をクリックすると、作成して

いるデータを一時的に保存することがで

きます

※「取引・決済口座／入金口座情報の修正」

をクリックすると、取引・決済口座／入

金口座情報を修正することができます。

※「明細の修正」をクリックすると、支払／

引落／納付金額入力画面にて、明細を修

正することができます。

※「一時保存」をクリックすると、作成して

いるデータを一時的に保存することがで

きます

手順5 決済口座情報の修正

取引・決済口座／入金口座情報の修正

手順6 内容確認２

「振込指定日」、必要に応じて、「取引メモ」

を修正します。 

取引メモ

振込指定日

支払口座を変更すると、支払口座に付随

して登録されている委託者情報が表示

されます。 

支払口座

委託者情報

「修正」ボタンをクリックすると、内容確認

画面にもどり、変更した決済口座情報が

反映されます。 

修 正

「明細の修正」ボタンをクリックすると、支

払金額入力画面に戻り、明細を修正する

ことができます。 

明細の修正
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手順9 確定

確定結果[画面入力]画面が表示さ

れますので、確定結果をご確認く

ださい。

データを確定した後、振込データは「承認待ち」の状態となります。 

振込データは承認者による「承認」が実行されてはじめて送信されます。 

（承認については Ｐ７９を参照ください）

確定結果

手順7 支払金額の修正

支払金額・手数料負担

支払金額入力画面が表示されます。

「支払金額」、「手数料負担」を修正

し、「金額入力終了」ボタンをクリック

してください。 

内容確認画面に戻ります。 

金額入力終了

手順8 内容確認３

承認者

「承認者」を指定し、「確定」ボタンをクリックしてくだ 

さい。 

確定結果[画面入力]画面が表示されます。

確定結果をご確認ください。

※「印刷」ボタンをクリックすると､印刷用ＰＤＦ

ファイルが表示されます。

手順１０ 承認

※

※１「一時保存」をクリックすると、作成し

ているデータを一時的に保存すること

ができます。

※２「確定して承認へ」をクリックすると、

承認権限のあるユーザが、自身を承認者

として設定した場合に、続けて納付デー

タの承認を行うことができます。

※３「印刷」をクリックすると、印刷用PDF
ファイルが表示されます。

確 定

※１ ※２
※３
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外部システムで作成した振込（請求・納付）ファイルを指定し、データを送信することができます。

手順1 業務を選択

トップメニューで「一括データ伝送サービス」

を選択します。

続く業務選択画面で当該サービス（「総合振込」

～「個人住民税（地方税）納付」のいずれか）

を選択してください。

手順2 作業内容を選択

画面は総合振込を例に表示します。

作業内容選択画面が表示されます。

「振込ファイル受付」ボタンをクリックしてくだ

さい。

手順3 振込ファイルを選択         

フ

「ファイル名」を入力（

タンをクリックしてください。

ファイル受付

振込ファイル受付

ファイル受付

ファイル名

総合振込～個人住民税（地方税）

新規ファイル受付画面が表示されます。

「参照」ボタンをクリックし保存され

ている振込ファイルを指定します。

（ファイル名入力）。

「ファイル受付」ボタンをクリックする

と保存データを読込み、内容を表示し

ます。
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手順4 内容確認 

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。

振込ファイルの内容を確認してください。

※1 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」

を入力することができます。

※2「確定して承認へ」をクリックすると、承認権限の

あるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、

続けて取引データの承認を行うことができます。

※3「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファ

イルが表示されます。

。

「承認者」を指定し、「確定」ボタンをクリ

ックしてください。

手順5へ進みます.

承認者

確定結果[ファイル受付]画面が表示されます。

受付ファイルの内容を確認してください。

確定

※１

※２ ※３

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイル

が表示されます。 

手順６ 承認
データを確定した後、振込データは「承認待ち」の状態となります。 

振込データは承認者による「承認」が実行されてはじめて送信されます。 

（承認については Ｐ７９を参照ください）

受付ファイルの内容

※

手順５ 確定

※1 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」

を入力することができます。

※2「確定して承認へ」をクリックすると、承認権限の

あるユーザが自身を承認者として設定した場合に、

続けて取引データの承認を行うことができます。

※3「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファ

イルが表示されます。
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取引情報の照会

●取引状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

 手順1 業務を選択

トップメニューで｢一括データ伝送サービス｣を

選択します。

画面は総合振込を例に表示します。

作業内容選択画面が表示されますので、「振込

データの状況照会」ボタンをクリックしてくだ

さい。

手順3 取引状況照会方法を選択

     取引状況照会方法選択画面が表示さ

れます。

「取引状況照会」を選択してください。

取引状況照会

振込データの状況照会

総合振込～個人住民税（地方税）納付

続いて業務選択画面が表示されますので、当該

サービス（「総合振込」～「個人住民税（地方

税）納付」のいずれか）選択してください。

手順2 作業内容を選択
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手順4-1 取引を選択

取引一覧（伝送系）画面が表示され

ます。

取引一覧から照会する取引を選択

し、「明細照会」ボタンをクリック

してください。

※｢履歴照会」をクリックすると、取引履歴

の照会ができます。

手順5 照会結果

取引状況照会結果画面が表示され

ます（手順4-1 の続き）。

照会結果を確認してください。

※ 印刷される場合は、「印刷」ボタンをク

リックし、印刷用画面（PDF）が表示さ

れますので、ブラウザの「印刷」ボタン

をクリックしてご印刷ください。

※ ファイル形式を選択し「ファイル取得」

をクリックするとファイル保存ダイヤ

ログが表示され、指定したファイル名・

選択したファイル形式で保存すること

ができます。

（取引状態が承認済みの場合のみ）

過去に行った取引の状況を照会できます。

※1  ｢絞り込み条件を開く｣をクリックすると

手順4-2 が表示されます。

※2  ｢履歴照会」をクリックすると、取引履歴

の照会ができます。

明細照会

手順4-2 絞り込み
絞り込み条件を入力し､｢絞り込み｣

ボタンをクリックすると手順4-1に
戻り条件を満たした取引が表示され

ます。

絞り込み

※１

※２

照会結果

※１ファイル形式を選択し「ファイル取得」をクリ

リックするとファイル保存ダイアログが表示

されます。

保存は指定したファイル名・ファイル形式で

行われます。（取引状態が承認済みの場合のみ）

※２印刷される場合は、「印刷」ボタンをクリック

してください。

印刷用画面（PDF）が表示されますので、ブ

ラウザの｢印刷｣ボタンから印刷してください。

※１

※２
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●受付状況照会

日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

 手順1 業務を選択

トップメニューで「一括データ伝送サービス」

を選択します。

続く業務選択画面で当該サービス（「総合振込」

～「個人住民税（地方税）納付」のいずれか）

を選択してください。

 手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されま

す。「振込（請求・納付）データ

の状況照会」ボタンをクリックし

てください。

手順3 取引状況照会方法を選択

取引状況照会方法選択画面が表示

されます。

手順4 照会結果

総合振込～個人住民税（地方税）

総合振込を例に表示します。

「振込データの状況照会」ボタンをクリックして

ください。

振込データの状況照会

日別受付状況照会

照会結果

取引状況照会方法選択画面が表示さ

れます。

「日別受付状況照会」または「月別

受付状況照会」ボタンを選択してく

ださい

月別受付状況照会

日別または月別受付状況照会結果画

面が表示されます。

照会結果を確認ください。

※照会する受付状況を変更する場合は、操作日（月）を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。

※
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承認待ちデータの引戻し

承認待ちの取引を引戻しすることができます。

手順1 業務を選択

トップメニューで「一括データ伝送サービス」

を選択します。

続く業務選択画面で当該サービス（「総合振込」

～「個人住民税（地方税）納付」のいずれか）

を選択してください。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されま

す。「振込（請求・納付）データ

の状況照会」ボタンをクリックし

てください。

手順3 取引を選択

引戻し可能取引一覧画面が表示さ

れます。

取引一覧から対象の取引を選択し、

「引戻し」ボタンをクリックして

ください。

引戻し

取引一覧

承認待ちデータの引戻し

総合振込～個人住民税（地方税）

作業内容選択画面が表示されます｡

振込データの引戻し・承認取消メニューで「承

認待ちデータの引戻し」を選択してください。
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手順4 引戻し内容を確認

   引戻し内容確認画面が表示されます。

引戻し内容を確認のうえ、「実行」ボタンを

   クリックしてください。

   ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイル

が表示されます。

手順5 完了

引戻し結果画面が表示されます。

引戻し結果をご確認ください。

引戻し内容

実行

引戻し結果

※

※
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一般ファイル伝送

■ 当行所定のフォーマットファイルを送受信することができます。

●ファイル送信

手順1 業務を選択

トップメニューで「一般ファイル

伝送」を選択します。

続いて業務選択画面で当該サー

ビス（「総合振込」～「任意ファ

イルによる送信」のいずれか）を

選択してください。

手順2 サービスを選択

送信するサービスをサービス情報

から選択し、「次へ」ボタンをクリ

ックしてください。

※「伝送の状況照会」ボタンをクリックすると、現在の伝送状況を照会することができます。詳しくはP71をご参照ください

手順3 送信ファイルを選択
ファイル選択画面が表示されます。

「送信ファイル名」を入力(参照ボタ

ンをクリックし保存してある送信

ファイルを指定する)し、「次へ」ボ

タンをクリックしてください。

送信ファイル名

次へ

サービス情報

次へ

総合振込～任意ファイルによる送信

※
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手順4 送信ファイル内容を確認

ファイル内容確認画面が表示され

ます。

ファイル情報と取引内容を確認後、

「承認者」を選択指定し、「確定」

ボタンをクリックしてください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

ファイル確定結果画面が表示さ

れます。

確定結果をご確認ください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順６ 承認
データを確定した後、振込データは「承認待ち」の状態となります。 

振込データは承認者による「承認」が実行されてはじめて送信されます。 

（承認については Ｐ８１を参照ください）

承認者

送信ファイル情報・取引内容

確定結果

確定

※
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●ファイル受信

手順1 業務を選択

トップメニューで「一般ファイル

伝送」を選択します。

業務選択画面で当該のサービス

を選択してください。

手順2 サービスの選択

画面は口座振替結果を例に表示

します。

サービス情報を確認（あるいは

選択）し、「次へ」ボタンをクリ

ックしてください。

※「伝送の状況照会」ボタンをクリックすると、現在の伝送状況や過去の伝送履歴を照会することができます。詳しくはP71を

ご参照ください。

・
口座振替結果

サービス情報

口座振替結果２

次へ
※
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手順3 受信ファイルを確認

受信実行画面が表示されます。

「サイクルコード」 を入力し、

「受信実行」ボタンをクリックし

てください。

手順4 受信完了

受信完了画面が表示されます. 
照会結果をご確認下さい。

※１ ファイル形式を選択し「ファイル取得」をクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され選択したファイル形式、指定

したファイル名で保存することができます。

※２「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

サイクルコード

照会結果

※

口座振替結果

※ 当該サービスの受信が当日に何回目かを指定する番号（半角数字2桁）。

初期値「０１」が入っています。

※

受信実行

※１

※２
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●伝送状況照会

手順1 業務を選択

トップメニューで「一般ファイル

伝送」を選択します。

続く業務選択画面で当該サービス

（｢総合振込～任意ファイルによる

受信」のいづれか｣を選択してくだ

さい。

手順2 サービスを選択

画面は総合振込を例に表示します。

送信（受信）サービス選択画面が

表示されます。

当該のサービス情報を選択し、「伝

送の状況照会」ボタンをクリック

してください。

総合振込～任意ファイルによる受信

伝送の状況照会

サービス情報
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手順3-1 取引を選択

送信（受信）一覧画面の取引一覧

から照会する取引を選択し、「明細

照会」ボタンをクリックします。

手順4 照会結果

送信（受信）内容照会画面が表示

されます。（画面は受信）

照会結果を確認してください。

※送信一覧画面か           ら「照会」ボタンをクリックした場合は、「ファイル取得」ボタンは表示されませんので、送信内容照会画面にて

照会結果をご確認ください。   

※業務選択画面において、「入出金明細照会」～「任意ファイルによる受信」ボタンをクリックした場合は、「ファイル取得」ボタン

が表示されます。

ファイル形式を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、

選択したファイル形式で保存することができます。

照会結果

明細照会

取引一覧

絞り込み条件を入力し､｢絞り込み｣

ボタンをクリックすると手順3-1に
戻り条件を満たした取引が表示され

ます。

手順3-2 絞り込み

取引を絞り込みたい場合、絞り込み

条件を開く」をクリックしてくださ

い。

手順4 照会結果

※１ ファイル形式を選択し「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、

選択したファイル形式で保存することができます。

※２業務選択画面において、「入出金明細照会」～「任意ファイルによる受信」ボタンをクリックした場合は、「ファイル取得」ボタ

ンが表示され、送信一覧画面から「明細照会」ボタンをクリックした場合は、「ファイル取得」ボタンは表示されません。

※３「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

※１

※２ ※ ３

絞り込み
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税金・各種料金の払込み

Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

手順1 業務を選択

トップメニューで「税金・各種料金のペイ

ジー払込み」を選択します。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されます。

「税金・各種料金のペイジー払込み」

ボタンをクリックしてください。

手順3 支払口座を選択

支払口座選択画面が表示されます。

支払口座一覧から口座を選択し、

「次へ」ボタンをクリックしてく

ださい。

税金・各種料金のペイジー払込み

次へ

支払口座一覧

税金・各種料金のペイジー払込み
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手順4 収納機関を指定

収納機関番号入力画面が表示され

ます。

「収納機関番号」を入力し、「次へ」

ボタンをクリックしてください。

以降は、納付先が国庫・地公体の手順となります。納付先が民間企業の場合は、画面に表示される内容が一部異なりますので、ご注

ご注意ください。

払込情報入力画面が表示されます。

払込先情報を確認し、お客様番号

欄に「納付番号」「納付区分」を入

力してください。

指定方法選択では「確認番号」ま

たは「払込情報表示パスワード」

を選択し当該数値等を入力します。

「次へ」ボタンをクリックし、金額

次                              記載済の払込書の場合は手順6-1へ、

金額未記載の払込書の場合は、手                金額未記載の払込書の場合は手順

6-2へ進みます｡

手順6-2 払込金額を指定（金額手入力）

手順5 払込情報を取得

次へ

収納機関番号

次へ

お客様番号

指定方法選択

※１

※２

確認番号方式：払込書に記載された「納付番号」によりお客様を確認し、払込情報 

を確定する方式

※１

払込情報表示：収納機関から発行されたパスワードの入力によりお客様を確認し 

払込情報を確定する方式。「指定方法選択」は収納機関がパスワー

ド方式を採用している場合のみ、表示されます。

※２

パスワード方式

手順6-1 払込金額を指定（金額参照）

払込金額指定画面が表示されます。

払込書情報から当該払込書を選択

（チェック）し、「次へ」ボタンをク

リックしてください。

手順7に進みます。

次へ

払込書情報
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手順7 内容確認

払込内容確認画面が表示されます。

払込内容をご確認のうえ、「確認パ

ス スワード」、「ワンタイムパスワー

ド」を入力し、「実行」ボタ        をクリックしてください。｡｡｡｡｡｡。
Mmmmmm
クリックしてください。

※
※

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 実行

払込結果画面が表示されます。

払込結果を確認してください。

払込結果

実 行

払込内容

※１ ※２

手順6-2 払込金額を指定（金額手入力）

払込金額指定画面が表示されます。

「払込金額」を入力し、「次へ」ボタ

ンをクリックしてください。

手順7に進みます。

手順7 内容確認

手順8 実行

※

払込みをする料金内容によって、

ワンタイムパスワードの入力が不要

な場合もあります。

※1 手順6-1で複数の払込書をチェックし

た場合、「次の払込を実行」をクリックし、

次の払込みを行います。

※2 「印刷」をクリックすると、印刷用PDF
ファイルが表示されます。

次へ

払込金額
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税金・各種料金の状況照会

税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。

手順1 業務を選択

トップメニューで「税金・各種料金のペイジー払込み」

を選択します。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されます。

「税金・各種料金の状況照会」ボ

タンをクリックしてください。

取引一覧画面が表示されます。

取引一覧から照会する取引を選

択し、「明細照会」ボタンをクリッ

クしてください。

手順4 照会結果

取引状況照会結果画面が表示され

ます。

払込結果をご確認ください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、

印刷用PDFファイルが表示されます。

手順4 照会結果

手順3 取引を選択

取引一覧

明細照会

税金・各種料金のペイジー払込み

税金・各種料金の状況照会

払込結果
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承 認

承認権限を持つ利用者は、各業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・差戻し・削除を行

うことができます。

●振込振替承認

手順1 取引一覧

取引一覧画面が表示されます。

承認待ち取引一覧（振込振替）か

ら対象の取引をチェックし、

「承認」をクリックしてください。

※ 複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。

※「詳細」をクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

※「差戻し」をクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。

※「削除」をクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会は可能です。

※「限度額表示」をクリックすると、取引限度額を表示することができます。

承認

承認待ち取引一覧

（振込振替）

トップページで「承認」ボタンをクリックします。

※１

※１ 複数の取引を選択すると、連続して承認ができます。

※２ 「詳細」をクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

※３ 「差戻し」をクリックすると、依頼者側でデータ修正が可能となります。

※４ 「削除」をクリックすると、取引を削除しデータを破棄することができます。削除されたデータの照会も可能です。

※５ 「限度額表示」をクリックすると、取引限度額を表示することができます。

※２

※３ ※４ ※５
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手順２ 取引内容を確認

内容確認[振込振替]画面が表示さ

れます。

取引内容を確認のうえ「確認パス

ワード」、「ワンタイムパスワー

ド」を入力し、「承認実行」ボタン

をクリックしてください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます

手順３ 承認完了                     

承認結果[振込振替]画面が表示され

ます。

承認結果をご確認ください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

取引内容

承認実行

承認結果

「

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※

確認パスワード

ワンタイムパスワード
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●データ伝送承認

手順1 取引一覧

続いて取引一覧画面が表示されま

す。

承認待ち取引一覧（総合振込～）

で対象の取引をチェックし、「承

認」ボタンをクリックしてくださ

い。

※ 複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。

※「詳細」をクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

※「差戻し」をクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。

※「削除」をクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会は可能です。

※「限度額表示」をクリックすると、取引限度額を表示することができます。

承認待ち取引一覧

・総合振込

・給与・賞与振込

・口座振替

・資金回収

・地銀自動会計

・地方税納付

トップページで「承認」ボタンをクリック

します。

承認

※１

※２

※３ ※４
※５

※１ 複数の取引を選択すると、連続して承認操作が行えます。

※２ 「詳細」をクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

※３ 「差戻し」をクリックすると、依頼者側でデータ修正が可能となります。

※４ 「削除」をクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会も可能です。

※５ 「限度額表示」をクリックすると、取引限度額を表示することができます。
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手順2 取引内容の確認

内容確認画面が表示されます。

取引内容を確認のうえ、「確認パスワ

ード」、「ワンタイムパスワード」を入

力し「承認実行」ボタンをクリックし

てください。

手順3 承認完了

承認結果画面が表示されます。

承認結果をご確認ください。

取引内容

承認結果

「

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

印刷・合計表印刷

※「印刷」、「合計表印刷」ボタンをクリック

すると､印刷用PDFファイルが表示されます｡

※

承認実行
※ 

確認パスワード

ワンタイムパスワード

※総合振込・給与振込以外のサービスを承認

する際は、確認パスワード欄のみ表示されます。
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●一般ファイル伝送承認

トップページで「承認」ボタンをクリックします。

手順1 取引一覧

続いて取引一覧画面が表示され

ます。

承認待ち取引一覧（一般ファイル

伝送）から対象の取引をチェック

し、「承認」ボタンをクリックし

てください。

※１ 複数の取引を選択すると、連続して承認操作が行えます。

※２「詳細」をクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

※３「削除」をクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会も可能です。

※４「限度額表示」をクリックすると、取引限度額を表示することができます。

承認待ち取引一覧

（一般ファイル伝送）

承認

承認

※１
※２

※３ ※４
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手順2 取引内容の確認

内容確認[一般ファイル伝送]画面が表示されます。

すので、取引内容をご確認のうえ、「確認パスワード」「サイクルコード」を入力して、

「承認実行」ボタンをクリックしてください。

※１ 当該サービスのデータ伝送が当日に何回目かを指定する2桁の数値。

初期値「０１」が設定されています。

※２「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順3 承認完了

承認結果[一般ファイル伝送]画面

が表示されます。

承認結果をご確認ください。

承認結果

印刷

承認実行

サイクルコード

取引内容

確認パスワード
※１

※２

※「印刷」ボタンをクリックすると､印刷用PDF 
ファイルが表示されます｡

お取引店へのＦＡＸにご利用ください。

承認結果[一般ファイル伝送]画面が表示され

ます。

承認結果をご確認ください。
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サービスご利用のヒント

用  語  集

■ ログインID（変更できません）

インターネットバンキングの利用者を識別するための符号であり、電子証明書の発行の際、あるいは

電子証明書有効期限の満了や使用するパソコンを変更する際に必要となる電子証明書の再発行手続き

で入力が必要となります。

通常取引では使用しませんが、利用者（ユーザ）本人を確認するための重要な符号情報ですので厳重

に管理してください。

■ ログインパスワード

インターネットバンキングにログインする際に入力していただく、利用者（ユーザ）が本人であるこ

とを確認するための重要な暗証です。

■ 確認パスワード

登録事項の設定・変更、取引の承認、および税金・各種料金ペイジーの払込みの際に入力していただ

く暗証です。

■ ワンタイムパスワード

ワンタイムパスワードはトークン（ワンタイムパスワード生成機）に表示されるパスワード（数字6

桁）が60秒単位で変更され、一回限り有効の使い捨てパスワードです。

■ 払込情報表示パスワード

税金・各種料金の払込（Pay-easy）サービスの払込情報を表示する際に入力していただく、本人の支

払いであることを確認するための暗証です。

■ 電子証明書

インターネットバンキングにログインする際、利用者端末およびログインIDの正当性を確認するため

パソコンにインストールされる電子的な記録を電子証明書といいます。

この証明書とログイン時に入力するログインパスワードによって認証を行う方法を電子証明書方式と

いいます。電子証明書による端末認証は、従来のID、パスワードによる個人認証と比較し、より強度

なセキュリティが確保されます。

■ 委託者コード／委託者名

「委託者コード／委託者名」は、総給振等のデータに記録される依頼者や企業を特定するためのコー

ド値（数字10桁）とおよび依頼者名（半角英数カナ40桁）です。

■ マスターユーザ

当該企業で最初にログインIDを取得した利用者（ユーザ）はマスターユーザと認識され、自身を含む

全ての利用者（ユーザ）の管理が可能となります。1企業1ユーザのみ登録が可能です。

■ 管理者ユーザ

一般ユーザ（マスターユーザ以外）の中で企業管理権限および利用者管理権限を持つ利用者を管理者

ユーザといいます。

■ 依頼者

振込振替情報、振込情報、請求情報、納付情報を作成、編集、削除する権限を持った利用者を依頼者

といいます。

■ 承認者

依頼者より依頼データの承認を委託されたユーザのことをいいます。



84 

ご 注 意 事 項

■ ログインIDを忘れた

ログインIDを忘れた場合電子証明書の発行・再発行ができません。マスターユーザまたは管理者

ユーザに連絡し確認してください。また、再発行の場合、旧電子証明書の内容を照会することで

ログインIDを確認できます。

■ ログインパスワードを忘れた

ログインパスワードを忘れるとログインできません。マスターユーザまたは管理者ユーザに連絡し、

初期化を依頼してください。また、マスターユーザ自身がログインパスワードを忘れ、管理者ユーザ

の設定がない場合、お取引店に連絡しログインパスワードの初期化を依頼してください。

■ 確認パスワードを忘れた

確認パスワードを忘れると様々なご登録事項の設定・変更、取引の承認、および税金・各種料金の払

込みが利用できなくなります。マスターユーザまたは管理者ユーザに連絡し、初期化を依頼してくだ

さい。また、マスターユーザ自身が確認パスワードを忘れ管理者ユーザの設定がない場合、お取引店

に連絡し確認パスワードの初期化を依頼してください

■ ログインパスワード・確認パスワードを間違えて入力した

パスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保（不正使用の防止）の観点から一定時間ご利

用できなくなります。しばらく待ってから操作し、正しいログインパスワード・確認パスワードを入

力してください。

■ ログインパスワード・確認パスワードが無効になった

さらにパスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保（システムが不正使用と判断）のため

パスワードが無効になります。サービス再開にあたっては、マスターユーザまたは管理者ユーザに連

絡し、パスワードの初期化を依頼してください。また、マスターユーザ自身のパスワードが無効とな

り、管理者ユーザの設定がない場合、お取引店に連絡し初期化を依頼してください。



85 

［ビジネスIB］の設定・操作に関するお問合せ先

ＩＢサポートセンター

0120-896-963
（平 日）9：00~17：00

http://www.hokugin.co.jp/ 
 business_ib@hokugin.co.jp 

平成30年10月現在 


